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▲

本日のプログラム
「退任挨拶」
山下和也 副会長・齋藤信也 S.A.A
菅野正則 職業奉仕委員長
神田豪 社会奉仕委員長
佐々木篤 国際奉仕委員長
和氣伸吉 青少年奉仕委員長

No.2265
６月20日のプログラム
チャーターナイト記念特別例会
（アークホテル岡山）

例会報告（6/6）
出席報告
会員数 102名（内出席免除者13名）
出席者 87名（内出席免除者出席９名）
出席率 88.78％（前々回訂正後出席率91.75％）
ビジター １名

お 食 事
（ミリオンダラーミール）
レタスとチキンの
チャーハン，コールスローサラダ，中華
スープ，アイスクリーム

会長挨拶
皆様こんにちは。いよいよ今年度も最後の月となりました。
先週のベトナム国際奉仕事業から帰国後，金曜日には関西空港からパリ経由でドイツのハンブルクに移
動し，RI 国際大会に参加してまいりました。難民・移民問題を抱えるドイツでまず目にしたものは，路上
生活者の多さでした。空港からハンブルク中心街までの電車内でも物乞いの老女がいましたし，予約した
ホテルがドイツ一番の歓楽街の真ん中にあったためか，道端に酔いつぶれている人も相当いました。翌朝，
会場に向かう際には，高架下で幾人もの人が寝ていました。欧州各国でナショナリズムが頭をもたげてい
る雰囲気がなんとなく感じ取れました。
６月１日の朝から，ロータリー平和カンファレンスに参加しました。中でも，ボスニア・ヘルツェゴビ
ナの現状を報告した若い女性 Amina Agovic さんの発表には鳥肌が立つほど感動しました。ある町の学校
では，いまだに，真ん中がフェンスで区切られ，異なる民族の子供たちが違う教室で，別々の教科書を使
い，別々の言語で教育を受けていることや憎悪の連鎖の存在について，朗々と報告してくれました。感動
して涙がこぼれたのは私だけでなく，プレゼン終了後，皆がスタンディングオベーションしました。この
話をお伺いできただけで，ハンブルクに来た甲斐があったと思いました。また，次年度 RI 会長のマーク・
ダニエル・マローニー氏の格調高い挨拶にも感心しました。その日の夕刻は，末永範彦ガバナー主催 RI 第
2690地区ナイトに参加させていただき，遅れて到着した横田出席委員長らとともに岡山 RC の皆様による素

晴らしい歓待を受けました。
翌２日の午後には，横田委員長と開会式に臨みました。バリー・ラシン会長の開会挨拶では，ロータ
リーにおける多様性・リーダーシップ・親睦・高潔性・奉仕の重要性が説かれ，素晴らしい活動や世界中
の人々に与えているインパクトをこの国際大会でシェアし，共に働き，無限の可能性を切り開こうと訴え
られました。また，友愛の広場では，ドイツのロータリアンがナチス支配下でのロータリー活動について
の研究成果を公表しておられることを知り，ナショナリズムの台頭下でのロータリーのあり方を考えるヒ
ントになると興味を持ちましたし，国際同好会のブースなどもあり，ロータリーを満喫しました。仕事の
関係で，翌３日の朝にハンブルクを発ちましたが，初めての国際大会で多くのインスピレーションを受け
ました。来年はハワイ，再来年は台湾で国際大会が開催されます。ぜひ参加をご検討されてはいかがで
しょうか。それでは，今月も「親睦を深化し，一隅を照らそう」でお願いします。例会をお楽しみ下さい。
幹事報告
１．６月４日（火）６RC 正次幹事会が開催されましたので，貝原次期幹事と一緒に出席してまいりまし
た。
２．本日入会の近藤郁母会員と平上善雄会員の住所等をポスティングしておりますので，会員名簿にお
貼りください。
３．赤磐 RC より，「幡山会長のお寺『普門院』にて，６月23日（日）に雷門副会長の落語独演会を催しま
すので，落語が好きな方がおられたらぜひお越しください」とのご案内をいただきました。チラシ
を他クラブ週報と一緒に回覧いたします。
第12回理事会報告
１．白髭勇一会員の退会について承認されました。
２．近藤郁母新会員，平上善雄新会員の入会及び親睦活動委員会への配属が承認されました。
３．親子３RC 合同例会の報告について承認されました。
４．入会案内パンフレットの改訂版作成の報告について承認されました。
５．新会員歓迎会の報告について承認されました。
６．優良社員表彰の報告について承認されました。
７．新天地育児院バーベキュー大会の報告について承認されました。
８．「子どもの貧困対策」福祉活動支援金交付事業の報告が承認されました。
９．創立50周年記念式典，祝宴，その他の決算状況について報告がありました。
10．６RC 事務職員の再雇用と昇給について報告がありました。
新会員入会式
近藤郁母（こんどういくも）会員
昭和47年12月８日生まれ
いちよし証券㈱ 岡山支店 支店長
証券業
推薦者：髙藤祚嗣 会員，
西下裕平 パスト会長
平上善雄（ひらがみよしお）会員
昭和35年８月８日生まれ
㈲平上三蔵商店 代表取締役
酒類販売
推薦者：藤井一也 直前会長，
近藤聡司 会員

委員会報告
●国際奉仕委員会 佐々木篤 委員長
本日14時30分開始の外務省 ODA 出前講座（岡山学芸館高等学校）にご参加の皆様，岡山プラザホテルより
13時40分発チャーターバスを手配しております。お車の方はお気をつけてお越しください。当日参加も歓
迎ですので，よろしくお願いいたします。
お祝い行事
会員誕生日
会員夫人誕生日
結婚記念日

世良，菅野，岡﨑，若林，大西，鳥居，黒住，田中，奥野
辻，小橋
舟橋，寺坂，近藤（聡），藤坂，村松，鳥居，吉野，内山（淳），宗森

ロータリー米山記念奨学金の授与
米山奨学生の王思佳さんに舟橋会長より６月の奨学金が授与され，
王さんからお礼のご挨拶がありました。

６月６日のプログラム

「岡山東RC青少年奨励賞授与式ならびに活動報告」

岡山東 RC 青少年奨励賞受賞者
塩尻真琴 様・酒井駿介 様

●「大学生活の充実 就職に向けての取り組み」
環太平洋大学 次世代教育学部 こども発達学科 塩尻真琴 様
私は今，公務員試験で合格できるように日々勉強に励んでいます。大学では公
務員講座へ入り，朝早くから学校で講座を受け，夜は毎日22時まで残って自主勉
強を行っています。土日などの休日も学校へ行くことでモチベーションを下げな
いようにしています。最近は，試験もあるので，試験の日は終わり次第すぐ家に
帰り，運動等を行うことでストレス発散をしています。
私は自衛官を志望しているのですが，二次試験に体力試験もあるため，時間を
見つけては体を動かすようにしています。今は一次試験の結果待ちで，結果によっては秋頃も受験するつ
もりです。また，自衛官以外にも警察官や公務員の事務系も受験しており，少しでも多くの合格が貰える
ように努力しています。
部活動へは，採用試験とそのための勉強が中心の生活で，部活には毎日は行けていませんが，大会やイ
ベント等の情報は把握し，チームの一員として何か出来ることがあれば手伝えるように心がけています。
アルバイトは，前回お金をいただけたことから，週１日程度に減らすことができ，勉強に集中できるよ
うになりました。週１日の状態でも体への負担が大きく，もしいただけていなかったらと思うと感謝の気
持ちしかありません。
本当にありがとうございます。
●「夏季の暑熱環境下におけるウシ子宮内膜生理機能の変化」
岡山大学大学院 環境生命科学研究科 酒井駿介 様
【背景】
近年の地球温暖化に伴い，暑熱ストレスによる著しいウシ受胎率低下が問題と
なり，それに伴う夏季の乳生産低下，供給不足は消費者に大きく影響している。
その原因について妊娠の場である子宮に着目すると，子宮の生殖系内分泌機能の
異常および分娩後の子宮内細菌感染からの回復不全が一因であると考えられる。

そのため，これらに対する暑熱ストレスの影響を解明し，夏季ウシ受胎率向上技術の開発が切望されてい
る。
【内分泌機能と暑熱ストレス】
ウシの妊娠が成立するためには子宮内膜細胞から分泌される プロスタグランジン F2α（PGF2α）産生
が抑制される必要があり，通常，胎子由来の妊娠シグナルを子宮内膜細胞が感知し，PGF2α 産生は抑制さ
れる。我々は暑熱環境下で子宮内膜細胞からの PGF2α 産生が著しく増加し，この増加は妊娠シグナルで
も十分に抑制されないことを明らかにした［J Reprod Dev. 2018 20;64
（4）:311-317.］。
【免疫反応と暑熱ストレス】
分娩後の子宮内細菌感染により半数以上のウシは子宮内膜炎を発症する。これに対し，子宮内膜細胞は
サイトカインを分泌する免疫反応によって細菌を除去し，子宮内膜炎を治癒する。我々は現在，暑熱スト
レスが子宮内膜細胞のサイトカイン産生を抑制することを明らかにしている［2018 年国際学会発表］。
【小括】
暑熱ストレスは子宮の内分泌機能および免疫反応に影響し，夏季受胎率低下の一因となる可能性が示唆
された。現在，暑熱ストレスにより子宮内膜細胞の免疫反応が変化する詳細なメカニズムの解明を実施し
ている。

外務省 ODA 出前講座（6/6）
国際奉仕委員会は６月６日（木）14時30分より，岡山学芸館高校で外務省 ODA（Official Development
Assistance）出前講座を在校生に向けて開催いたしました。舟橋弘晃会長・佐々木篤委員長の挨拶に続いて
外務省国際協力局の橋本美紅氏が，世界の一員として，日本が開発協力で信頼と存在感を得てきたことを，
インドやカンボジアでの実績を例に「タロー！キティです！（SDGs 応援）」などの動画を交えながら分かり
やすく解説くださいました。また，外務省 ODA と AMDA 社会開発機構との連携についても，AMDA 山
上正道氏がネパールでの具体例を交えてお話しをされました。若い子供たちと岡山東 RC（24名参加）会員は
「日本の国際交流と協力により世界がより良い環境になり，ひいては日本の国益にもなる」というメッセー
ジを熱心に聞き入っていました。最後に山下和也副会長の閉会挨拶により約２時間の大変有意義な講演会
が盛況のうちに終了しました。

［文章提供：辻和英 国際奉仕副委員長］

講師

・外務省 国際協力局 民間援助連携室 外務事務官 橋本美紅 様
・特定非営利活動法人 AMDA 社会開発機構 国内事業部チーム長

山上正道 様

本講座風景と熱心に聴講する岡山学芸館高校の皆さん

日本のＯＤＡ予算（一般会計当初予算）の推移（1978年度-2017年度）
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事業の事前調査，事後のフォローアップ，NGOが国内外で実施する開発分野の研修やセミナー開催等を支
援。

●政府全体のODA予算は平成９年度（1997年度）をピークに約半減（▲53％）

ＪＩＣＡの根技術協力：

平成9年度1兆1,687億円 → 平成29年度5,527億円

日本のＮＧＯ等が企画した開発途上国・地域への協力活動をＪＩＣＡが支援し共同で実施する事業。

平成29年度（2017年度）の政府全体のODAは，平成28年度に引き続き増額。
平成27年度

5,422億円 → 平成28年度

5,519億円 → 平成29年度

5,527億円（対前年度＋0.1％）

●外務省ODA予算は７年連続で増額を確保。

平成23年度4,170億円 → 平成24年度4,180億円 → 平成25年度4,212億円 → 平成26年度4,230億円 → 平成27年度4,238億円 → 平成28年度4,342億円
→ 平成29年度 4,343億円（対前年度＋0.03％）
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講座での説明関連資料の一部〈抜粋〉

講師の外務事務官 橋本様，AMDA 山上様，教諭の方々とご一緒に記念撮影
岡山東 RC 青少年奨励賞受賞者の塩尻真琴さんと酒井駿介さんにも例会に引き続き参加いただきました（前段左端）

麻雀同好会「東風の会」
（6/8）
６月８日（土）14時よりロイヤルマージャンクラブにて，「東風の会」第４回競技会が開催されました。今
回は総勢16名の参加で４卓にて競い合い，和気あいあいと親睦を深めることができました。結果は第１回
戦・東場第１局で倍満をあがった藤井一也直前会長がその後も順調に３回戦すべてトップを奪取，完全優
勝を飾りました。準優勝は佐々木篤会員，第３位は近藤典博会員でした。６月13日（木）には麻雀同好会打
ち上げ懇親会を予定しておりますので，ご参加よろしくお願いします。

［文章・写真提供：佐藤英明 会員］

本年度最終競技会にご参加の皆様

優勝

藤井一也直前会長

ゴルフ同好会・打ち上げ懇親会（6/9）
６月９日（日）快晴の中，本年度の最終戦となる第10回ゴルフ同好会例会が東児が丘マリンヒルズゴルフ
クラブにて開催され，総勢33名が参加くださいました。日中も気温があまり上昇することなく，過ごしや
すい絶好のゴルフ日和でした。
その後アークホテル岡山にて表彰式とゴルフ同好会打ち上げ懇親会が開催されました。本年度より同好
会会長でいらっしゃいます更井正人パスト会長よりご挨拶いただき，和やかな雰囲気のなか盛会となり親
睦をより深めました。
第10回例会成績と７月に行われる年間取り切り戦の参加権利者は下記のとおりです。次回は７月15日
（月・祝）に赤坂レイクサイドカントリークラブにてゴルフ同好会第１回例会と取り切り戦が開催されます。
多くの参加をお待ちしております。

［文章・写真提供：小橋親睦活動副委員長・写真提供：末藤達也 会員］

スタート前

集合写真

第10回例会
優勝 奥野一三 会員
２位 横手典明 会員
３位 松永光弘 会員（BG）

OUT
47
50
37

IN
58
49
41

GROSS
105
99
78

HC
36
27
6

NET
69
72
72

【年間取り切り戦 参加権利者】例会優勝順
横山洋 パスト会長，眞殿重喜 会員，糸島尚子 様，友野昌平 会員，横手典明 会員，小橋雅治 会員，
日名一誠 会員，影山修司 会員，堀善直 会員，奥野一三 会員（10名）

懇親会

更井正人 同好会会長挨拶

優勝

奥野一三 会員

舟橋弘晃会長 乾杯挨拶

準優勝

横手典明 会員

現次プログラム委員長会議（6/10）
県南17RC 現次プログラム委員
長会議が６月10日（月）19時より
ホテルグランヴィア岡山にて開
催されました。ホストクラブの
岡山 RC プログラム委員長の進
行で開始され，まず各現委員長
から，今期の活動報告，次年度
へのアドバイス，卓話者の推薦，
問題点の提示などが行なわれま
した。次いで，各次期委員長か
ら活動方針の報告がありました。
次年度ホストクラブの岡山南 RC
次期プログラム委員長の挨拶で
閉会となりました。

［文章・写真提供：堀善直 次期プログラム委員長］

